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設備異常監視システムの画像処理アルゴリズム
　　 ロータリーキルンの燃焼領域異常検知 　　

当社では，プロセス・プラントの現場パトロールを支援するため，各種センサの信号を処理することにより，

自動的に，プラント設備の異常検知ができる設備異常監視システムの開発を進めてきた。 今回，発電プラントの

灰焼成装置に使用されている，ロータリーキルンの燃焼領域異常を，画像処理により定量的に検知するアルゴ

リズムを開発したので報告する。

火炎は不規則に揺れていたり，キルンの回転によって，燃焼中の火炎が上から落ちてきたりするため，従来

の画像処理では，うまく燃焼火炎の領域を特定できなかったが，連続で取り込んだ複数枚の，画像の平均画像

を取ることにより，特定できた。また，透視変換に基づいてカメラ位置からの距離に応じて等間隔に，キルン

内部に，画面上でドーナツ状の領域を設定し，その輝度を監視することで，その平均輝度が高い領域をキルン

の燃焼帯として検知できた。
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We have been developing abnormal condition surveillance systems for plant facilities. The systems
automatically detect abnormal condition in plant facilities by processing signals from several kinds of
sensors. We describe here that we developed an algorithm to quantitatively detect burning area's ab-

normal condition of an ash-burning rotary kiln unit in a power plant by using image processing tech-
niques.

Burning Areas have never been detected quantitatively with traditional image processing techniques
because flames are irregularly swinging and burned materials are sometimes fallen in rotary kilns.
Here, by grabbing several serial images and computing their averaged image, we could specify the

burning areas quantitatively. Inside a kiln, we set concentric doughnut-shaped regions on the image.
By calculating with the Perspective Translation technique, the distances to borders of the regions from

the camera are constant at regular interval respectively. We could detect high gray value regions as
burning areas by analyzing averaged gray values on each region. 
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1. は  じ  め  に

プロセス・プラントのフィールドでは，多くのポン
プ，ファン，コントロールバルブ，配管等が稼働してお
り，これらの設備の異常検知を早期に行うために，１日
数回の現場パトロールが実施されている。
当社では，現場パトロールを支援するため，人間の五
感に相当する監視カメラ，振動センサ，および，音響セ
ンサの信号を処理することにより，自動的に，プラント
設備の異常検知ができる設備異常監視システムの開発を
進めてきた（1）（2）。

このうち，監視カメラの映像信号を画像処理すること
により異常を検知する技術は，特に，広範な応用が期待
できる。異常検知のための画像処理アルゴリズムの開発
は，実際の検知対象に応じて，個々に開発しなければな
らない。しかし，これらのアルゴリズムをツールとして
再利用することにより，他のアプリケーションに応用す
ることも可能である。当社の中央研究所では，これま
で，蒸気漏れ，液漏れ検知のための差分累積法，赤外線
カメラを用いた温度分布映像からの温度異常検知アルゴ
リズム等の開発を行ってきた（3）。
今回，発電プラントの灰焼成装置に使用されている，
ロータリーキルンの燃焼領域異常を，画像処理により検
知するアルゴリズムを開発したので報告する。

Image Processing Algorithm
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2. 設備異常監視システム

設備異常監視システムは，上記のセンサをプラントの
フィールドのさまざまな場所に設置する必要があり，そ
れぞれのセンサからの情報を統合して，高度な監視を行
う必要がある。このため，機能分散型のシステムとし
た。
図１に，当社の設備異常監視システムの構成を示す。
中央操作室にはオペレータズ・ステーション（OPS）を置
く。フィールドの各所に，データ収集・監視機能を持つ
インテリジェント・ステーション（I/S）を配置する。な
お，I/Sの詳細に関しては，文献（1）を参照のこと。OPS
とI/SはLANを介して接続する。遠隔地にあるフィールド
とは，WANを介して接続することができるので，居なが
らにして，遠隔地にある設備の状況を把握することもで
きる。フィールドのさまざなな設備を
監視するセンサはI/Sと接続する。I/S
は，接続されたセンサからの情報に基
づき，センサが監視する設備の状態を
判断し，OPSに結果を通知する。ただ
し，監視カメラからの画像を処理する
場合は，専用のイメージ・プロセッシ
ング・ステーション（IPS）を用いる。
このように，監視に関する処理をI/S
で行うことにより，機能分散を実現
し，さまざまな規模のフィールドにも
対応できる。その上，従来の集中型シ
ステムでは，センサからのケーブルは
中央操作室の近くまで引く必要がある
が，このシステムでは，フィールドに

置かれたI/Sまでで済むので，
工事費も低減できる。また，各
ステーションにオープンなパソ
コン技術を利用することによ
り，コストを低減した。

3. 画像処理アルゴリズム

3.1異常監視対象

図２に，今回のフィールドテ
ストで実験した，異常監視対象
の灰焼成ロータリーキルンの概
略図を示す。ボイラで使用した
重油の灰を焼成して，量を減ら
して廃棄するための装置であ
る。
図３に，ロータリーキルン内
の監視カメラからの画像を示
す。火炎が上がっているところ

が焼成帯と呼ばれ，この位置が奥過ぎても，手前過ぎて
も，適正な灰焼成ができない。
現在，灰焼成等のロータリー・キルンの制御をする場
合，最適な燃焼状態を維持するための原料投入量・バー
ナー火力の調整は，炉内監視カメラからの画像をオペ
レータが，常時，目視で監視することにより，手動で
行っている。また，焼成帯が手前過ぎると，燃焼中の灰
が排出口から落下する危険もある。
このロータリー・キルンの燃焼炎の位置や大きさを，
常時，目視で監視しているのは，オペレータにとって負
担が大きい。また，自動制御の要求が強いが，このため
には，焼成帯の燃焼火炎の位置や大きさの自動計測が不
可欠である。

図１　設備異常検知システムの構成

図２　ロータリーキルンの概略図
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3.2 平均画像法による火炎領域の特定

火炎は不規則に揺れていたり，キルンの回転によっ
て，燃焼中の火炎が上から落ちてきたりするため，従来
の画像処理では，うまく，燃焼火炎の領域を特定できな
かった。
図４に，10枚連続で取り込んだ画像の平均画像を示
す。焼成帯と思われる領域が，他の領域より明るいのが
分かる。このように平均画像を計算することにより，不
規則に揺れている燃焼火炎の領域が特定できる。

3.3 透視逆変換に基づく距離計測

１枚の２次元画像から，対象物までの距離を計測するこ
とは，奥行き情報がないため，一般に，不可能である。た
だし，カメラの焦点距離と視線の方向が分かっている場
合，適当な目印があれば，透視逆変換法を用いることによ
り，対象物までの距離を計算することが出来る（4）。

図３　ロータリーキルン内の監視カメラからの画像

図４　ロータリーキルン内の平均画像

ロータリーキルンの場合，内径が既知の円筒なので，
透視変換法を用いて，あらかじめ，回転軸方向にロータ
リーキルンを輪切りにした円を，例えば，手前から50cm
間隔で，画面上に書き込んでおく。この円を，炉壁円と
呼ぶこととし，隣り合った炉壁円を境界とする領域を，
ドーナツ領域と呼ぶこととする。
図５に，炉壁円と画面上のドーナツ領域の関係を示
す。図６に，平均画像とドーナツ領域を示す。
各ドーナツ領域の輝度を監視して，その平均輝度が高
い領域が，焼成帯である。そこで，平均輝度が極端に変
化する領域間の境界が，焼成帯の開始・終了位置とし
た。その境界までの距離は，炉壁円としてあらかじめ計
算されているため，焼成帯の位置が，カメラ位置からの
距離として求められる（5）。

4. フィールドテスト結果

図７に，各ドーナツ領域の平均輝度分布を示す。
フィールドテストの結果，平均輝度の分布で，最大上
り勾配，および，最大下り勾配のところにある境界を燃
焼領域としたところ，運転員の認識している焼成帯と一
致するという評価を受けた。この結果，焼成帯を自動で
定量的に，検出することができるようになった。

図５　透視変換を用いたドーナツ領域境界の設定
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図６　平均画像とドーナツ領域

ソフトウェアのみで処理しているため，I/S内で処理する
ことも可能である。

5. お  わ  り  に

灰焼成装置のロータリーキルンの燃焼領域異常を検知
するための，画像処理アルゴリズムを開発した。フィー
ルドテストを行った結果，運転員の負荷低減が可能であ
ることを確認した。既設の監視カメラで，燃焼領域を高
精度で定量的に測定することが可能になったので，さら
に信頼性を向上させることにより，燃焼制御への応用可
能性を持っている。また，ロータリーキルン以外の燃焼
炎の領域検知にも応用できる。
ロータリーキルンの燃焼領域検知のアプリケーション
の提言と，フィールドテストの実施に際し，ご協力いた
だいた関係者に，この場をかりて深く感謝いたします。
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図７　各ドーナツ領域の平均輝度分布
（12月1日14時が燃焼領域が手前にある典型例。以下，同様に，
12月4日15時が中央，12月8日14時が奥にある場合。12月12日
14時がシステム停止期間の例。）

図８　時系列の検出結果

図８に，検出した燃焼領域のトレンドデータを示す。
平均画像を取っても，燃焼領域検出結果は，多少前後す
るので，過去の結果10回の移動平均を取るようにした。
これにより，灰の投入量等の条件で，刻々と変化する焼
成帯の位置を，検知できていることが分かる。
画像処理による燃焼領域検知では，既設の監視カメラ
が使え，全長12mのキルンで，50cmという分解能が得ら
れた。領域を，さらに細かく設定すれば，さらに分解能
を上げることが出来る。
フィールドテストでは画像処理装置を用いたが，現
在，このアルゴリズムは，画像処理ライブラリを用いて
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